
①鏡の真ん中が飛び出した形のとき（凸面鏡）は、まっすぐな鏡のときにはうつ

らなかった範囲まで鏡にうつります。すると、うつっている私たちの姿は細く

なって見えます。

鏡は当たった光をはね返します（反射）。

△や□の部屋では、反射した姿がさらに別の鏡に反射するので、

自分の姿がたくさん見えます。

〇の部屋では鏡が曲がっているので、光の反射の仕方がまっすぐ

な鏡とはちがいます。そのため、〇の部屋では自分の姿がゆがん

で見えるのです。

③だれの顔？(１階)

この鏡は、「ハーフミラー」と呼ばれる鏡です。

ハーフミラーはふつうの鏡とちがって、当たった光の半分

が反射して、残りの光が通りぬけます。

手前の方が明るい時には、向こう側から通りぬけてくる光

（透過光）よりも、反射する光（反射光）の方が多くなる

ので、自分の顔が写って見えます。

反対に手前の方が暗い時には、向こう側から通りぬけてく

る光の方が多くなるので、相手の顔が見えるわけです。

夜に明るい部屋から窓の外を見ても、外の景色が見えない

のはこのしくみによる現象です。

①鏡の部屋 (１階)

②変身ミラー (１階)
へんしん

②真ん中がへこんだ形の鏡（凹面鏡）では、近くにいるときは自分の姿が大き

くなって見えます。しかし、はなれていくとあるところからは自分の姿が逆

さまになって見えます。

（１）鏡を調べよう～解説～
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※しくみについては、展示装置にある「なぜだろう」も読んでみましょう。

部屋の中にいる人

反射する角度が正面と横側でちがうので、

うつる姿がゆがんで見える

〇の部屋
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②元気なふりこ (１階)

③つないでつないで (１階)

①磁石でお絵かき (１階)

磁石にくっつく鉄は、小さな磁石がたくさん集まったようなつく

りをしています。何もないときはこの小さな磁石がいろいろな方

向を向いているので、磁石のようにふるまうことはありません。

鉄が磁石にくっつくと、鉄の中の小さな磁石が磁力を受けて同じ

向きにそろいます。すると、鉄自身も磁石のように他の鉄を引き

付けるようになります。

（２）磁石を調べよう～解説～

磁石は「磁力」という力を持っていて、N極からS極に向かって目には見

えない磁力線が出ています。

磁力は鉄を引き付ける力を持っていて、磁石を砂鉄に近づけると、砂鉄

は磁石に引きよせられます。

磁力は間になにか物があっても作用するので、直接くっつけていなくて

も、砂鉄が動くのです。

磁石は同じ極どうしがしりぞけ合う（反発する）性質を

持っています。

元気なふりこを動かしてみると、ふりこが下の磁石に反

発しながら動いているのがわかります。

つまり、ふりこの磁石は下が「S極」を向いています。
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（３）電気を調べよう～解説～

①ヘリコプターレース(１階)

電気は「発電機」をまわすことで作られます。

発電機には、コイルと磁石が使われています。磁石がつくる磁界

の中でコイルが動くと、コイルに電流が流れます。

モーターは発電機の逆で、磁石の磁界の中でコイルに電流を流す

とコイルが回転します。

発電機でたくさん電気を作るためには、コイルをたくさん動かせ

ば良いので、すばやくハンドルをまわした時の方がより多くの電

気を作り出すことができるのです。

②浮く地球(１階)
電磁石

光センサー
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光センサーは、光を感知してスイッチを入れたり、切ったり

する電子部品です。

この装置では右側から光が出ていて、左側の光センサーでこ

の光を感知しています。ボタンを押すと、電磁石のスイッチ

が入って磁力が発生し、光がさえぎられると電磁石のスイッ

チが切れます。

地球を浮かべるときには、

① 地球が電磁石に引き寄せられる。

② 地球が光をさえぎってしまうので、電磁石のスイッチが

切れて、地球が落下する。

③ 地球が少しだけ落下して光がセンサーに届くと、また電

磁石のスイッチが入る。

この①、②、③の動きをくり返すことで地球が落下せずに、

すっと浮いている、というしくみです。
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（４）よく見て調べよう～解説～

②坂のボール (１階)

赤・青・緑の光は「光の3原色」と呼ばれ、この３色の光を

混ぜると白く見えます。私たちが見ているテレビなどでは、

この光の3原色を混ぜ合わせることで、いろいろな色の光を

作り出しています。

レールを上から見てみると右側の方が幅広くなっているのがわかります。そして、ボールが左端にある時と右端にある時のボール

の位置を比べると、右端にある時の方がボールの位置が少しだけ低くなります。

レールは右側が高くなっている坂道のように見えますが、実際にはボールは高い位置から低い位置に転がっているだけなのです。

①光のパレット (１階)

③滑車の力くらべ (１階)

左側の滑車は「定滑車」と言います。定滑車を使っても、物を動かすとき

の重さは変化しないので、10kgのおもりを動かすためには、10kgの力

が必要になります。

右側の滑車は「動滑車」と言います。動滑車を使うと、滑車の両端に半分

ずつ重さがかかるので、半分の力でおもりを持ち上げることができます。

10kgのおもりであれば、半分の5kgの力で動かすことができます。この

展示の場合は、動滑車を２つ使っているので、さらに半分の2.5kgの力で

おもりを持ち上げることができます。

ただし動滑車を使うと、持ち上げる力は少なくなりますが、引っ張る距離

は長くなってしまいます。つまり、定滑車のときと同じ高さまでおもりを

持ち上げようとすると、この展示の場合は4倍長くロープを引っ張らない

といけません。
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（５）役立つ科学を調べよう～解説～

①じょうぶなアーチ橋 (１階)

②パラボラでヒソヒソ (２階)

③立体アニメ (２階)

この橋のような形は「アーチ構造」と呼ばれます。

アーチ構造は上に乗るものの重さや、橋自体の重さ

を両端に分散させることができるので、人がのって

もくずれません。

アーチ構造は、川にかかる橋など中央部分に柱を立

てることができないような構造でも、じょうぶに作

ることができます。出雲ドームの屋根もアーチ構造

でできています。

立体アニメでは、筒のすき間から人形が1体ずつ見えています。

すき間から人形が見えて、筒で人形が隠されて、またすき間から人形が見える、という流れがすばやく繰り返されると、1つ

前に見た人形の映像が脳に残っているうちに次の人形の映像が見えます。すると、人形が走っているように見えてきます。こ

の現象は「残像効果」と呼ばれていて、テレビアニメや映画はこの仕組みを使って作られています。ページをパラパラめくっ

てイラストが動くように見えるパラパラまんがもこの仕組みを利用した遊びです。

パラボラは反射した音や光が1点に集まるように作られてい

ます。このパラボラだと、真ん中の黄色いリングの部分に

音が集まります。そのため、真ん中に耳を近づけるとパラ

ボラの方から声が聞こえてきます。真ん中以外に耳を近づ

けると、パラボラで集まった声ではなく、反対側のパラボ

ラから伝わった声が聞こえるので、相手がいる方向から声

が聞こえます。

パラボラは遠くから届いた音や光を集めることができるの

で、レーダーや衛星放送のアンテナなどに利用されます。
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